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今後の予定

2018-2019 年度／堂前

慶之会長

どんど焼きも終わると正月気分もすっかり抜け、いつ
もの日常に戻ったような気がします。新年も変わらず
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。今年いた
だいた年賀状には「年賀状終い」というのが見受けら
れました;。もう歳をとって年賀状を出すのは負担な
ので、来年以降は年初の挨拶は失礼させていただきま
す、というものです。昨年あたりから終活とともに広
がってきたように思います。これも時代なのかなあと
思いました。さて、平成もあと数ヶ月となりました。
平成年間の 30 年は内戦・戦争がないは初めての元号
になったのではないでしょうか？ 新元号ですが、ネ
ット上では昭和と平成を一文字ずつとって「平和」と
いうが予想されているようですが、悪くないかもしれ
ません。

・1/23
・1/26
・1/30
・2/6

[第 2581 回]クラブ協議会 各委員長の抱負
第 2 回地区補助金説明会
[第 2582 回]卓話 堀口雅巳君
[第 2583 回]卓話 山田昌紀君（理事・役員会）

幹事報告
★ガバナー事務より
・1 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝112 円
・RI 第 2780 地区 2021-2022 年度 ガバナー・ノミニー確定宣言が届いてお
ります。田島 透君 ふじさわ湘南 RC
・下半期人頭分担金・地区資金比例人頭分担金・上半期地区資金比例人頭分担
金送金のお願いが配信されております。
地区資金の内訳（会員一人当りの額）
ａ．本会計
下半期分
7,850 円（年額 15,700 円）･･･米山記念館維持費を含む
ｂ．事業会計 下半期分
4,150 円（年額 8,300 円）･･･新世代分担金を含む
送金金額（a.本会計＋b.事業会計）１２，０００円×（
）名分
※12 月末報告の会員数と同じ（1 月 1 日の人数）
・米山記念奨学会より 下期普通寄付のお願いが配信されております。
・次年度地区便覧作成のためのアンケートのお願いが配信されております。
提出期日：2/15(金)
・社会・国際奉仕 卓話者派遣についてのご案内が配信 締切：2/1(金)
・ハイライトよねやま 225・226 が配信されております。
★第 7 グループ会長・幹事連絡会開催のご案内が届いております。
日時：1 月 17 日（木）18:00~
場所：一の屋
会費:5,000 円
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC
1 月 22 日(火) → 1 月 24 日(木)
秦野３クラブ合同新年会(夜間例会)に振替
点鐘：18 時 於：秦野商工会議所 1 階
1 月 29 日(火) → 休会
・伊勢原中央 RC 1 月 28 日(月) → 1 月 28 日(月)～29 日(火)
新年例会 ホテルリゾーピア熱海 18:00 点鐘
・伊勢原平成 RC 1 月 22 日(火) → 1 月 19 日(土)に振替
食事 13:00～ 場所 洛神
例会 点鐘 14:00～伊勢原シティープラザ 4F
★伊勢原市商工会青年部より
創立 50 周年記念式典のご案内が届いております。
日時：2 月 9 日(土) 受付 12:00～ 記念式典 13:00～ 会費：5,000 円
★大神宮より
節分祭御奉仕ご案内が届いております。
日時：2 月 3 日(金) 受付：14:30～ 祈願祭 15:00～ 参加料：１万円
★伊勢原市国際交流委員会より かわら版第 18 号が届いております。
★タウンニュースより 元旦号が届いております。
★伊勢原青年会議所より 創立 40 周年記念誌が届いております。
★伊勢原高等学校より 創立 90 周年記念誌が届いております。

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／築城忠生君／松下孝君／井戸川秀治君／内田智久君／
天野耕一郎君／佐藤美成君／田村貴寿君
[会員誕生祝い]

添田

[会員誕生祝い]

博充君

昌男君

遠藤

貴史君

仙波

出席報告

堂前

慶之君

妻の誕生をお祝い頂きありが
とうございます。先日誕生祝
いで息子（犬）を連れて温泉旅
行に行ってきました。

[結婚記念祝い]

貴寿君

吉川

家内の誕生日を祝って頂きあり
がとうございます。週末は家内
の好きなベトナム料理に行こう
かと思ってます。パクチーは苦
手ですが、我慢します。

[創立記念祝い]

1 月 4 日で創立満 18 年、
19 年目突入です。

会員数

康男君

妻の誕生日を祝って頂きあり
がとうございます。

田村

郷平君

家内の誕生日を祝って頂き
ありがとうございます。

[創立記念祝い]

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

家内の誕生日を祝って頂き
ありがとうございます。

礒﨑

西部

お陰様で 96 才になりまし
た。ロータリーの例会に元
気で出席できることが嬉し
いです。

誕生日を祝って頂きありが
とうございます。今後とも
宜しくお願いします。

吉川

勝椰君

濱田

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

昌男君

結婚記念日を祝って頂きあ
りがとうございます。お陰
様で、58 年になりました。

[創立記念祝い]

史生君

村山

創立記念を祝って頂きありがとうございます。
お陰様で独立して事務所を開いて 5 年になりま
した。今後とも宜しくお願いします。

恵子君

お陰様で 37 年になりました。これか
らもお世話になりますが、宜しくお願
い致します。

大澤守門/出席・プログラム委員
出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率

MAKE UP

（％）

61

59

34

57.62

なし

事前
東
学君→クラブ管理運営委員会

米山奨学金贈呈

米山奨学生 ズオン・クイン・ガーさん

こんにちは。論文の締め切りとテストの締め切りは今週の終わりですが、私は今日までに全て完了しました。
あと１ヶ月で卒業ですが、日本の生活に慣れてきたので、帰国はちょっと残念です。今は勉強以外は引越し
のための片付けをしています。コートやブーツはベトナムに持って帰っても使えないので、捨てたら無駄にな
ってしまいますね。2年半日本に住んでいて荷物も多くなりましたが、一番多いのは本です。飛行機で持って
帰るには値段が高いので、船便で送らなければなりません。それがとても大変です。

委員会報告
◼︎飯田隆三ダンスフェスティバル実行委員長より
・既にご承知とは思いますが、3 月 10 日にダンスフェスティバルが開催されます。
正式な資料は追ってお渡ししますが、1200 人の動員を目指して計画しております。
現在エントリーは９チームです。3/6 に実行委員会を開催します。
皆さんで協力し、ダンスフェスティバルを成功させましょう。
・2 月 7 日に 50 周年の運営委員会を行います。役員の方は出席をお願いします。
場所：シティプラザ 3F
◼︎東井会長エレクトより
・商工会青年部 50 周年事業について
大山コマを 1252 名で回してギネスに挑戦というイベントが開催されます。
2 月 9 日 15：30～ 各小学校の体育館で一斉に回します。
伊勢原 RC でも 10 名程度参加したいと思っています。参加希望の方はお申し出ください。

卓話＜新年の抱負＞

堂前

慶之 会長

会長の新年抱負ということですが、具体的な事業については各委員長にお任
せするとして、私は新年明けて思うことについてお話をさせていただきます。
挨拶でも述べたように平成年間は戦争の無い時代でした。失われた 20 年を
経て少し景気も持ち直しましたが、世界情勢は混とんとしています。徴用工
問題、レーダー照射など韓国はまるで日本を敵国のような扱い、北方四島返
還交渉も結局のところ雲行き怪しく、自国至上主義を掲げる大統領にみんな
ハラハラ、イギリスの EU 脱退もどうなることやら。新しい元号に変わると
ともに、色々な枠組みが変わる節目の時代にある気がします。
先日、日本 JC の副会頭を務める加藤宗兵衛君から話を聞きましたが、JC も会員減少が深刻になっているそうです。
理由の一つは 20 代 30 代の若者が稼げなくなっていること。時流を掴み事業の転換・変革をできなかった 2 代目 3
代目が苦戦しているようです。さて、親睦と奉仕を両輪とするロータリー活動ですが、やはり我々にも時代の流れと
ともに変化が求められると思います。皆さんのご意見をいただく場を多く作りたいのですが、例会で行うこともなか
なか難しいのが実状です。東井会長エレクトが次年度事業計画を策定中ですから、魅力的なクラブ作りのため、皆さ
んの意見をお願いいたします。

外谷

正人 幹事

私の今年の抱負としましては、まず今年は 50 周年記念事業として、3 月 10 日に
ダンスフェスティバルが開催されます。会員の皆様全員とこのフェスティバルを
成功裏に終わらせたいと思っています。二つ目は 50 周年記念チャリティーゴルフ
が 4 月 18 日に行われます。こちらもゴルフ同好会の皆さんと協力して無事に成功
させたいと思っております。三つ目は 5 月 11 日に行われる記念式典です。
今会員が 62 名居りますが、全員に出席して頂いて全員で 50 周年を祝いたいと
思っています。まず、チャーターメンバーの方達含め、会歴の古い方達に会歴の浅い私達がどういう風に感謝しながら
この 50 周年を迎えることができるか皆考えてやって行きたいと思っておりますので、色々な意見を聞かせて頂いてこ
の式典を成功させたいと思っていますので、宜しくお願いします。幹事として会長を支え、運営をして行きたいと思っ
ていますので、皆様のご協力をお願致します。

渡邊

健樹 会員増強委員長

新年の抱負は、会員を増やしたいということです。ですが、中々実現出来ないので、
どうしたらいいのか考えています。当初の狙いは女性会員を増やしていこうという
事が、堂前会長からのミッションだったので、1 月 26 日に会員増強で一席設けます
ので皆さんご参加ください。何か情報がありましたら、ご連絡頂ければと思います。
今年も宜しくお願いします。

田村

貴寿 スマイル委員長

予算 200 万円に対して、現在の達成額が 94.7 万円ということで、達成率は 48.7％
です。折り返し地点でギリギリ 50％ですが、これから大きなイベントがあります
ので、なんとか年度終わりには予算が達成できるよう、皆さんに喜んで頂けるよう
なスマイル活動をして行きたいと思っております。事前情報等できる限りこまめに
情報提供できればと思っていますので、宜しくお願いします。

𡈽屋

修 米山奨学委員長

米山奨学金の寄付においては、まだ目標には達していませんが、これから後半戦に
かけて、皆様のご協力をお願いしたいと思います。それに併せて次年度幹事という
事で、その準備も東井会長エレクトと一緒に進めております。今後、皆様にご協力
をおい願いすることも多々出てくるかと思いますが、その際には宜しくお願いしま
す。

添田

博充 親睦委員長

今年は殆ど副委員長に仕事をして頂きましたが、残り 6 ヶ月は頑張ろうと思います。
会長の方からお話がありましたように、私も今神奈川県の歯科医師会の方で仕事を
しておりまして、神奈川県の歯科医院の数は 7000 軒以上ありますが、今会員は
5000 名近いのですが組織率で言いますと 65％ぐらいです。ある業界の組織が行政
に対して力を持つためには、大体 60％の組織率がないと業界全体の意見として行
政は取り上げてくれないので、組織率というのは、非常に重要です。
その 60％を切らないために、今ロータリーを参考にして活動をしていますが、歯科医師会とロータリーを比べていつ
も思うのが、新しい人が入って来た時に、歯科医師会には排他的な受け付けないような雰囲気があります。これは医師
会も同じだと思いますが、私がロータリーに入れて頂いた時を思い出すと、皆さんが非常に受け入れてくださるような
雰囲気がありました。ですから、親睦でそういった雰囲気が消えないように半年間頑張って行こうと思います。
宜しくお願いします。

大澤

守門 クラブ会報委員長

もう折り返し地点になりました。やり方は少しずつ変えてきてはおりますが、基
本のフォーマットはワードで引き継ぎがいつでも出来る状況にはしてあります。
堂前会長含め原稿はデータで頂いていて、過去 2 年と比べても会報の運営は非常
にスムーズになってきております。引き続き卓話をされる皆様におかれましては
なるべく原稿をデータで頂けますとその分仕上げる時間も変わってきますので、
大変助かります。後半も引き続き宜しくお願いします。

仙波

史生 国際奉仕委員長

今期、国際奉仕委員会では今後に向けての国際奉仕活動について、50 周年を含め
て検討していくというのが課題でした。今後外部から卓話を招いてお話を聞いたり
という事で検討を進めて行きたいと思っています。宜しくお願いします。

多田

政弘 友好クラブ委員長

ご案内の通り、台湾高雄ロータリークラブはちょうど今年が契約更新の年になり
ます。ところが、こちらからは年に 1 度訪問していますがこの 10 年先方からの
訪問はありません。今年も訪問の予定はなさそうなので、契約を更新しない事に
し、大変残念ですが、その旨を先方にもご連絡いたしました。国内の伊勢崎 RC、
長野県の茅野 RC は、前年度に私と飯田さんと会長と 3 名で訪問しており、親交
を深めていこうと活動をしておりまして、本来であれば昨年の秋にゴルフをする
計画をしてましたが、天候の影響で流れてしまいました。しかし両 RC とも親交を深めようという事については前
向きに捉えて頂いておりますので、これから進展があるかと思います。

遠藤

郷平 50 周年実行委員長

いよいよ今年度に 50 周年の記念式典を迎える事になりました。冒頭から会長、
幹事よりお話がありましたように、事業を進めていく忙しい月に入ってまいり
ました。3/10 ダンス大会、4/18 チャリティーゴルフ、5/11 記念式典という
事で準備を着々と進めておりますが、各委員会の各担当者の方々には、非常に
ご苦労をされていて、いかにいい 50 周年記念式典ができるかという事で知恵
を絞っておりますので、まだ時間が多少ありますので、皆さんの中で何かご要
望があればご一報頂ければ検討して行きたいと思っています。特に 3/10 ダンスフェスティバルは伊勢原市内の 9
チームでダンス大会をやるという事で 1200 名の参加を予定しておりますので、ぜひ皆さんもご家族お誘いの上、
ご覧になってください。各委員会メンバーの方全員で協力し、皆さんで楽しんでやって頂ければと思っております。
5/11 の記念式典を楽しみに頑張って行きたいと思っております。

